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 全国の地方新聞社厳選お取り寄せサイト「47CLUB」を運営する株式会社47CLUB（本社：東京都中央区）は、
全国酒販協同組合連合会とタイアップしたお歳暮・冬ギフトキャンペーンを2016年10月1日(土)より展開します。 
 各地の地方新聞社が地元で発掘したビールに合う厳選グルメ（6エリア・各2商品）を買うと全国の酒販店や量
販店・コンビニで使えるビール共通券がついてくる、お得で美味しいおつまみギフト。 
インターネットサイト「47CLUB」内で2016年10月1日～2016年12月31日まで期間限定で販売します。 
（ http://www.47club.jp/contents3/2016oseibogift_beer.html） 

■ビール共通券とは■ 
ビール共通券は、全国の酒販店、スーパー、コンビニで券面表記の商品とお引き換えいただける商品券 
です。贈り物やお祝いなど様々なシーンでご利用できるビール共通券を、2016年のお歳暮・冬ギフトに。 
全国の美味しい品々と共に贈れば、貰い手の方の喜びも2倍になります。 
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【北海道】鍋ごと！北海道海鮮鍋セット[きたに池田] 
 
「鍋ごと」だから北海道の「うまい！」がお手軽に。ずわい蟹に新鮮な甘海老、ほた
て、たこ･･･北海道の海の幸が盛りだくさん。だし昆布・スープとお鍋もセットに
なっているので、お野菜さえあれば豪華海鮮鍋がお手軽に味わっていただけます。あ
つあつのお鍋とキーンと冷やしたビール、必ず喜んでいただける冬ギフトです。 
 
●価格 ：4,968円（税込）・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：ずわい蟹ポーション100g、ずわい蟹爪下棒100g、 
          ずわい蟹肩肉400g、刺身用あまえび100g、片貝ほたて600g、 
          たこしゃぶ100g、鍋スープ1袋、だし昆布 
●商品URL ： http://www.47club.jp/01M-
000122sel/goods/detai10103348  
 

【青森県】「刺身とろさば」堪能セット[八戸朝市さばのマルカネ 47CLUB店] 
 
しめ鯖なのに、その食感はまるでお刺身。脂がのった700g以上の大きな鯖は口の中
でとろけてしまうほど。三枚下ろし・骨抜き・下味まですべて手作業で行い、新鮮な
素材と専門店の味を演出する独自製法「紙技」だからこそ成し得る味です。お酒好き
の方にはたまらないひと品。 
 
●価格 ：3,000円（税込） ・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：刺身とろさば生しめ×１ 刺身とろさば醤油漬×１  
    刺身とろさば薫味×１ 刺身とろさば昆布〆×１ 
●商品URL ：http://www.47club.jp/04M-
000036rxn/goods/detail/10103365 

【茨木県】トロっとちゃあしゅう[ちゃあしゅう貴族] 
 
その名の通り、とろける焼豚「トロっとちゃあしゅう」。柔らかさにこだわり抜き、
チャーシュー専門店が丹精込めて作りあげる自慢の品。全て手造り、旨みをギュッと
凝縮させたチャーシューと秘伝のタレは一度口にすればまさにやみつき。ビールが止
まらなくなるおいしさ。 
 
●価格 ：4,500円（税込） ・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：700g 
●商品URL ：http://www.47club.jp/04M-
000036rxn/goods/detail/10103365 

【栃木県】手のばし本格ナポリピザお試し4枚セット[すぱ屋] 
 
宇都宮の名店が作る本格ナポリピッツァ。一枚ずつ手伸ばしで仕上げるからもちもち、
フワッ、そしてカリッと。王道のマルゲリータから、ピリ辛ソーセージのミートソー
ス・ジェノベーゼはワインにもぴったり。エビコーンピザの全4種入りでお子様がい
るご家庭にも。 
 
●価格 ：3,680円（税込） ・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：約20cm ピッツァ4枚（マルゲリータ、ミートソースピッツァ、 
      ジェノベーゼピッツァ、エビコーン･マヨネーズピッツァ） 
●商品URL ： http://www.47club.jp/11M-
000080nns/goods/detail/10103369 
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【山梨県】世界が認めた味！山中湖ハム「極味－きわみ－」6種セット[山中湖ハム] 
 
本場ドイツの国際大会で金賞を受賞した「世界が認めた味」。だから「極味（きわ
み）」。富士山麓にある自社農場で愛育された「富士ヶ嶺ポーク」を使用し、職人
達により造りあげられた自家製スモークハムやウィンナーソーセージ。ボイルで、
グリルで、ビールのアテには間違いないひと品。 
 
●価格 ：2,980円（税込）・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：スモークハム 90g、荒挽きウインナー5本、 
  荒挽きフルト3本、シルキーウインナー5本、 
  チーズウインナー5本、チョリソー5本 
●商品URL ： 
http://www.47club.jp/yamanakakoham/goods/detail/10103370 
 

【新潟県】いかのふっくら焼き[イカ屋 荘三郎] 
 
イカは鮮度が命。とれたてを船の上で即時に窒素冷凍するから新鮮さそのまま。
380gを超える大きなイカだけを選別、市販のものでは味わえない肉厚さとふっくら
食感。1杯ずつ手作業で捌き、試行錯誤を重ねた秘伝の漬けダレに漬け込んだイカは
日本酒にも、ビールにも。 
 
●価格 ：3,200円（税込） ・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：200g×3個セット 
●商品URL ：
http://www.47club.jp/souzaburou/goods/detail/10103371 

【静岡県】釜揚げしらす＆生桜えびセット[しらす・桜海老の本橋水産] 
 
静岡県の小さな漁師町・吉田町にある本橋水産は、工場の目の前に好漁場があるから
とにかく素材が新鮮！ご飯に乗せて贅沢に丼ぶりはもちろん、ビールや日本酒のおと
もに、桜えびのかき揚げ、卵焼きなどにもおすすめです。小分けパックなのできっと
喜んでいただけるはず。 
 
●価格 ：3,664円（税込） ・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：釜揚げしらす190g、生桜海老200g 
●商品URL ：http://www.47club.jp/18M-
000075xzm/goods/detail/10103372 

【兵庫県】黒毛和牛自家製タタキ[神戸ビーフ東山] 
 
扱うのは最高級A5ランクの目にかなう肉だけ。国産黒毛和牛を使用した特製の自家製
タタキは肉の味が濃く、肉繊維がしっかりとしながらもやわらかく、ほんのりとした
甘みが絶品。大切な方へのギフトにはやっぱりお肉を贈りたい、そんな方に自信を
もっておすすめします。 
 
●価格 ：3,780円（税込） ・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：約500g 
●商品URL ： http://www.47club.jp/31M-
000092hft/goods/detail/10103374 
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【高知県】かつおワラ焼きタタキ[野島水産] 
 
本場高知県から、本場高知県から、室戸海洋深層水仕込みの本場高知のワラ焼きか
つおタタキを。脂ののったカツオのみを使用し豪快にワラの火で香ばしく焼きあげ
ることで、風味も旨みも各段にあがります。同じく高知特産のゆずが入った特製ぽ
ん酢でさっぱりと。 
 
●価格 ：5,000円（税込）・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：約800g（約400g×2節） 
●商品URL ： http://www.47club.jp/40M-
000072qwu/goods/detail/10103375 

【岡山県】極（きわみ）1100グラムロースハムブロック 
     [手作りハムの『ときわヴィレッジ』] 
 
1100グラムの特大ロースハムは、重厚な肉の質感、存在感が何より贅沢。余分な味
つけをせず、じっくりと熟成させることで肉の持つ旨味を引き出し、「本当に美味し
いハム」に仕上げました。分厚く切ってステーキやカツに、贅沢にお召し上がりくだ
さい。 
 
●価格 ：5,000円（税込） ・送料無料（11月末まで） 
  ・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ： 1100g以上 
●商品URL ： http://www.47club.jp/32M-
000072vmz/goods/detail/10103376 

【宮崎県】幻の「尺ヤマメ漬け」と「黄金イクラ」 
     [元祖! 黄金イクラ  しゃくなげの森] 
 
「黄金」に光るイクラには、きっと驚いて、そして喜んでいただけるはず。2年の歳
月をかけ手塩にかけて育てたサケ科の魚「尺ヤマメ」。その立派なヤマメから生まれ
る大粒の卵は、黄金に光りまさに黄金イクラ。脂ののった身は漬けに。食通の方への
ギフトに。 
 
●価格 ：4,100円（税込） ・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ：幻の尺ヤマメ漬け70g、黄金イクラ80g 
●商品URL ： http://www.47club.jp/46M-
000096hos/goods/detail/10103377 

【沖縄県】プレミアム山将ラフテー(豚の角煮)[沖縄厳選グルメ専門店－山将] 
 
沖縄県産の豚肉と、泡盛や黒糖などでつくった「山将」の大将秘伝の甘辛いタレで
作った柔らかくとろける極厚の豚の角煮。丁寧に何度も下茹でをしているから脂っぽ
さはなく、一晩寝かせることでしっかり中までタレが染み込んでいます。大将自慢の
「プレミアム」角煮です。 
 
●価格 ：3,880円（税込） ・送料無料・ビール共通券 1枚付き  
●内容量 ： 400g(3人前/角煮3～4個入)×1袋 
●商品URL ： http://www.47club.jp/49M-
000044dxv/goods/detail/10103379  
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＜47CLUB＞ 
■商号 ：株式会社 47CLUB（よんななクラブ）  
■代表者 ：代表取締役社長 栗田 健一郎  
■所在地  ：東京都中央区築地1-12-6 築地えとビル4F    
■設立 ：2008年7月 
■資本金 ：2億2,500万円 
■事業内容 ：全国の地方新聞社が厳選した商品を、インターネット等で 販売するサービスの提供 
■URL ： http://www.47club.jp/  
  

 
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 47CLUB（よんななクラブ）  広報担当：山本（やまもと） 
電話03-5148-4747 E-Mail：pr@47club.jp  

47CLUB プレスリリース 
Press Release 

 

全国の地方新聞社厳選！ お取り寄せサイト 

＜全国酒販協同組合連合会＞ 
■所在地  ： 東京都目黒区中目黒2-1-27   
■TEL ： 03-3714-0176 
■URL ： http://www.zensyukyo.or.jp/  
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